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2019年度 東北地区
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文部科学省留学生就職促進プログラム　委託事業｜東北イノベーション人材育成コンソーシアム・宮城県 主催

外国人留学生を
積極的に採用する37社参加！
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対象｜東北地区の大学に在籍する2021年3月 / 2020年9月卒業・修了予定の外国人留学生
会場｜東北大学川内北キャンパス（宮城県仙台市青葉区川内41番地）
　　　教育・学生総合支援センター4階 大会議室
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入場無料  使用言語：日本語（一部他言語OK）  学生証持参
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主 催｜東北イノベーション人材育成コンソーシアム・宮城県
参画機関｜東北大学・宮城学院女子大学・東北工業大学・東北学院大学・東北福祉大学
　　　　　宮城県・仙台市・宮城労働局・一般社団法人東北経済連合会
　　　　　宮城県中小企業団体中央会・仙台商工会議所・東北大学萩友会
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各社のテーブルで採用情報について
説明を聞くことができます。
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地下鉄東西線川内駅
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※地下鉄東西線川内駅下車（出口：南2）
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ASA DIGITAL／アドバンテック／アルトナー／アンデックス／NTT西日本／

エリクソン・ジャパン／小糸製作所／弘進ゴム／光大産業／サトー商会／

三栄ハイテックス／東杜シーテック／東洋ワーク／引地精工／ビー・プラネッツ／

富士通インターコネクトテクノロジーズ／ブロスアップ(だし廊)／万代／ライオン

アステム／アール(麺屋政宗)／アルプス技研／ARCA／エヌエスシー／

仙台味噌醤油／コー・ワークス／サンリキュール／七十七銀行／

スプラウトジャパン／セイコーエプソン／ソニー／ニトリ／深松組／

プロダクトオブタイム／本間総合計画／リコージャパン／ワイヤードビーンズ
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